
石川県　文献一覧

文献番号 執筆者・編集機関 文献名 刊行年
石川001 石川考古学研究会 『石川県考古資料調査・集成事業報告書　武器・武具・馬具Ⅰ』 1996
石川002 石川考古学研究会 『石川県考古資料調査・集成事業報告書　補遺編』 2001
石川003 石川県立歴史博物館 『加賀・能登の王墓』 2016

石川004
愛媛大学東アジア古代鉄センター
（ＡＩＣ）・公益財団法人石川県埋蔵文
化財センター・小松市教育委員会

第７回　ＡＩＣ東アジア鉄器研究ワークショップ
『石川県における弥生～古墳時代の鉄器利用について』

2018

石川005 九学会連合能登調査委員会 『能登―自然・文化・社会―』 1955
石川006 珠洲市 『珠洲市史（資料編1）』 1976
石川007 石川考古学研究会 『石川県（ 加賀 能登）石器時代古墳時代遺蹟地名表』 1951
石川008 石川考古学研究会 「輪島市の考古学的調査―第１報―」『石川考古学研究会々誌』第10号 1966
石川009 輪島市 『輪島市史（資料編　3）』 1976
石川010 長谷進 『穴水の石器と土器』 1967

石川011 石川県立埋蔵文化財センター 「志賀町北吉田フルワ古墳群」『拓影　―石川県立埋蔵文化財センター所報―』22号 1986

石川012 石川県立埋蔵文化財センター 『北吉田ノノメ古墳群発掘調査報告書』 1992

石川013
上野与一・牧野隆信（大聖寺高校歴
史斑）

「石川県羽咋郡松村北吉田古墳調査報告」『旧福野潟周辺総合調査報告書(『石川
考古学研究会々誌』第7号)』

1955

石川014 富来町 『富来町史＜資料編＞』 1974
石川015 富来町教育委員会 『高田遺跡』 1999
石川016 志賀町教育委員会 『下甘田極楽寺山古墳群』 1991
石川017 志賀町 『志賀町史』 1974
石川018 石川県立埋蔵文化財センター 『北吉田遺跡群』 1993

石川019
上野与一・橋本秀一郎・牧野隆信
（金沢泉丘高校郷土クラブ・大聖寺
高校歴史部）

「石川県羽咋郡賀茂村倉垣丸山古墳調査報告」『旧福野潟周辺総合調査報告書
(『石川考古学研究会々誌』第7号)』

1955

石川020 七尾市 『七尾市史＜資料編第4巻＞』 1970
石川021 富山大学人文学部考古学研究室 『石川県七尾市　国分尼塚古墳群発掘調査報告』 1983
石川022 和田晴吾 「石川県国分尼塚１・２号墳」『月刊文化財』254号 1984
石川023 七尾市教育委員会 『国分高井山遺跡』 1981
石川024 石川県立埋蔵文化財センター 『三室まどがけ古墳群』 1994
石川025 小柳房延 『田鶴浜町の文化財＜第一集＞』 1968
石川026 田鶴浜町 『田鶴浜町史』 1974
石川027 中島町 『中島町史（資料編）』 1966
石川028 浜岡賢太郎 「山岸31号墳」『日本考古学年報』26巻 1975
石川029 能登島町教育委員会 『須曽蝦夷穴古墳―保存修理事業に係る第1、2次発掘調査の概要』 1992
石川030 石川県立埋蔵文化財センター 『石川県立埋蔵文化財センター年報』13号 1993
石川031 鹿島町 『鹿島町史（資料編―続―上巻）』 1982

石川032 橋本澄夫
「能登邑知地溝帯における終末期横穴式石室墳の様相と古墳時代の終焉」『古代学
研究』58号

1970

石川033 鹿島町 『鹿島町史（資料編）』 1966
石川034 鹿西町教育委員会 『雨の宮古墳群発掘調査報告書（テンジクダイラ１号墳発掘調査報告書）』 1978
石川035 鹿西町教育委員会 『史跡雨の宮古墳群』 2005
石川036 鹿西町教育委員会 『ゴロジヤマ遺跡・テラダヤチ遺跡』 2004
石川037 石川考古学研究会 『県下の貝塚と古墳』 1957
石川038 橋本澄夫 『考古学から見た能登半島―古墳時代編―』 1966
石川039 羽咋市 『羽咋市史（原始・古代編）』 1973
石川040 玉井敬泉・酒井正春 「羽咋郡飯山町福水円山古墳調査報告」『石川考古学研究会々誌』6号 1954
石川041 羽咋市教育委員会 『眉丈台の遺跡群』 1992
石川042 河村好光 「滝古墳群」『石川考古学研究会々誌』24号 1981
石川043 羽咋市教育委員会 『柴垣ヤッキャマ古墳　吉崎・次場遺跡第18次』 2001
石川044 羽咋市教育委員会 『太田ニシカワダ遺跡』 1999
石川045 志雄町 『志雄町史』 1974
石川046 若林喜三郎 『石川県の歴史』 1970
石川047 志雄町教育委員会 『能登　散田金谷古墳―之乎路の族長墓とその周辺―』 1980
石川048 志雄町教育委員会 『石坂鍋山古墳群　石坂鍋山遺跡』 1997
石川049 志雄町教育委員会 『史跡散田金谷古墳　保存修理事業報告書』 1989
石川050 秋田喜一 「能登国羽咋郡北大海村字東間宝殿古墳短報」『考古学雑誌』25巻9号 1935
石川051 石川県立埋蔵文化財センター 『県内遺跡詳細分布調査報告書Ⅰ』 1984
石川052 谷孝信・西野秀和 「羽咋郡押水町竹生野トリゲ山遺跡」『石川考古学研究会々誌』19号 1976
石川053 高松町大海公民館 『南大海村史』 1971
石川054 七野古墳発掘調査会 『七野墳墓群発掘調査報告書』 2010
石川055 津幡町教育委員会 『津幡町谷内石山遺跡』 1980

石川056
津幡町・津幡町教育委員会、
津幡町北中条土地区画整理組合

『石川県津幡町 北中条遺跡Ａ区』 2002

石川057
石川県教育委員会・石川県北陸自
動車道埋蔵文化財調査団

『北陸自動車道関係埋蔵文化財調査報告書Ⅱ』 1976

石川058 石川考古学研究会 『北加賀地域古墳群分布調査報告－石川県主要古墳群分布調査第3年度―』 1979
石川059 石川県立埋蔵文化財センター 『近岡遺跡』 1986
石川060 石川県立郷土資料館 「金沢市長坂古墳群の研究」『石川県立郷土資料館紀要』第9号 1978
石川061 石川考古学研究会 『石川考古学研究会々誌　第13号』 1970
石川062 金沢市教育委員会 「金沢市西念・南新保遺跡Ⅱ」『金沢市文化財紀要』77 1989
石川063 金沢市史編さん委員会 『金沢市史　資料編19　考古』 1999
石川064 石川県教育委員会 『観法寺古墳群』 2008
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石川065
金沢市（金沢市埋蔵文化財セン
ター）

『神谷内古墳群　Ｃ支群』 2004

石川066 伊藤　雅文 「中部地方出土の蛇行剣」『古代学研究　第180号　森浩一先生傘壽記念論文集』 2008
石川067 石川県立埋蔵文化財センター 『畝田遺跡』 1991

石川068
金沢市（金沢市埋蔵文化財セン
ター）

『石川県金沢市 畝田・寺中遺跡Ⅸ－木曳野遺跡群Ⅶ－』金沢市文化財紀要293 2014

石川069 寺井町教育委員会 『牛島ウハシ遺跡』 1999

石川070
金沢市（金沢市埋蔵文化財セン
ター）

『石川県金沢市 薬師堂遺跡Ⅱ』金沢市文化財紀要264 2011

石川071 (社)石川県埋蔵文化財保存協会 『荻市遺跡』 1998
石川072 金沢市・金沢市教育委員会 『金沢市 南新保Ｄ遺跡Ⅱ』金沢市文化財紀要118 1995

石川073
石川県教育委員会・
(財)石川県埋蔵文化財センター

『金沢市 近岡遺跡』 2004

石川074 金沢市埋蔵文化財センター 『戸水ホコダ遺跡』金沢市文化財紀要150 1999
石川075 石川県寺井町・寺井町教育委員会 『加賀　能美古墳群』 1997
石川076 伊藤　雅文 『古墳時代の王権と地域社会』 2008
石川077 能美市教育委員会 『史跡能美古墳群－保存管理計画書－』 2015
石川078 石川県能美市教育委員会 『史跡秋常山古墳群－史跡秋常山古墳群保存整備事業報告書－「調査編」』 2011
石川079 石川県辰口町教育委員会 『辰口町下開発茶臼山古墳群』 1982
石川080 日本考古学協会 『日本考古学年報40（1987年度版）』 1989
石川081 辰口町教育委員会 『下開発茶臼山古墳群Ⅱ－第3次発掘調査報告書－』 2004
石川082 小松市教育委員会 『後山無常堂古墳・後山明神3号墳発掘調査報告書』 1989

石川083
社団法人石川県埋蔵文化財保存協
会

『八幡遺跡Ⅰ』 1998

石川084 小松市教育委員会 『矢田借屋古墳群』 2000
石川085 小松市教育委員会 『小松市史』（4）風土・民俗編 1965

石川086
財団法人　石川県埋蔵文化財セン
ター

『小松市ブッショウジヤマ古墳群』 2001

石川087 小松市教育委員会 『八里向山遺跡群』 2004
石川088 小松市教育委員会 『小松市内遺跡発掘調査報告書Ⅳ』 2008
石川089 小松市教育委員会 『八日市地方遺跡Ⅰ』 2003
石川090 小松市教育委員会 『千代・能美遺跡』 2003

石川091
石川県立大聖寺高等学校
郷土研究部

『郷土』 1978

石川092 加賀市教育委員会 『分校古墳発掘調査報告』 1979
石川093 上田三平（狐山古墳保存会） 『狐山古墳』 1932
石川094 後藤守一（帝室博物館） 「加賀国江沼郡勅使村字二子塚所在狐塚古墳」『古墳発掘品調査報告』 1937
石川095 加賀市史編纂委員会 『加賀市史　通史　上巻』 1978
石川096 加賀市教育委員会 『法皇山横穴古墳群』 1971
石川097 加賀市教育委員会 「吸坂丸山古墳群」加賀市埋蔵文化財報告書20集 1990

石川098
財団法人石川県埋蔵文化財セン
ター

『加賀市吸坂・黒瀬古墳群』 2002

石川099 石川考古学研究会 『江沼古墳群分布調査報告－石川県主要古墳群分布調査第2年度－』 1978
石川100 加賀市文化財専門委員会 『加賀市文化財紀要』 1959
石川101 七尾市教育委員会 『佐味今田谷内古墳群発掘調査報告書』 2016

石川102
志賀町教育委員会・
志賀町文化財調査委員会

『志賀町の文化財』第1号 1973

石川103 石川考古学研究会
「竹生野天皇山古墳群の測量調査」『能登半島の考古学 石川考古学研究会々誌44
号』濱岡賢太郎先生追悼号

2001

石川104
津幡町教育委員会、
大洋不動産株式会社

『津幡町東荒屋ナカサイ遺跡－東荒屋地区宅地造成事業に伴う発掘調査報告書
－』

1997

石川105 津幡町教育委員会 『津幡町谷内石山遺跡Ⅲ・谷内石山古墳群』 2003
石川106 中島町 『中島町史　通史編』 1996
石川107 津幡町役場 『津幡町史』 1974
石川108 小松高校地歴クラブ 『石川県寺井町字寺井和田山古墳調査報告』県立小松高校研究報告5 1952
石川109 小松高校地歴クラブ 「寺井町末寺所在シン古墳調査報告」『白峰2号』 1959

石川110
石川考古学研究会、寺井町、辰口
町

『能美古墳群調査概要』 1968

石川111 北陸大谷高校地歴クラブ 『紀要』第一号 1966
石川112 辰口町 『辰口町史』第二巻 1987

石川113
石川考古学研究会、
小松市社会科教育研究会

「石川県小松市符津町石山古墳調査報告」『石川考古学研究会々誌』第4号 1952

石川114 作田　公 「小松市念佛林古墳調査後記」『石川考古学研究会々誌』第2号 1950
石川115 宮川秀法・小松高校生徒会 『江沼郡月津村字矢田借屋古墳調査報告』 1951

石川116 小松高校地歴クラブ
「石川県小松市矢田町所在借屋第七号古墳調査報告」『石川考古学研究会々誌』第
8号

1956

石川117 加賀市教育委員会 「丸山横穴」『加賀市文化財紀要』4号 1966
石川118 石川県教育委員会 『加賀市二子塚遺跡調査概報』 1974
石川119 中口　裕 「石川県江沼郡旧潮津潟周辺の遺跡」『石川考古学研究会々誌』第6号 1954
石川120 宇ノ気町役場 『石川県宇ノ気町史』 1970
石川121 和嶋俊二 「珠洲郡宝立町大畠古墳」『石川考古学研究会々誌』第2号 1950
石川122 日置謙（石川県郡役所） 『石川県羽咋郡誌』 1917
石川123 中条茂雄 「羽咋市滝群集墳について」『石川考古学研究会々誌』第10号 1966
石川124 七尾市 『新修七尾市史1 考古編』 2002
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石川125
石川県教育委員会・
(財)石川県埋蔵文化財センター

『七尾市鰀目ゲンヤマ横穴墓群』 2007

石川126 小松市教育委員会 「河田山古墳群発掘調査現地説明資料（Ⅰ）」「同（Ⅱ）」『石川考古』第176号 1987
石川127 上田三平（石川県） 『石川県史蹟名勝調査報告』第1号 1923
石川128 和嶋俊二 「永禅寺古墳」『石川考古学研究会々誌』第3号 1951
石川129 七尾市 『新修七尾市史14 通史編Ⅰ 原始・古代・中世』 2003

石川130
石川県教育委員会・
(財)石川県埋蔵文化財センター

『中島ヤマンタン25号墳』 2002

石川131 穴水町 『図説　穴水町の歴史　町制施行50周年記念』 2004
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